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平成２７年度事業報告 

 

Ⅰ 事業の概要と取組み 

国家・社会が大きな課題を抱える中、教育活動を通じて、「教育立国日本・人材立国日本」 

の実現に向け、「労働に高い価値をおく」社会づくりや文化の創造、国民共通の意識づくり

に努めてまいりました。 

労働こそが人間の善なる営みの本質であり、労働は人間としての崇高な行いであり、労

働に最も高い価値を改めて認める事が「教育立国日本・人材立国日本」の実現に向けての

一歩として、積極的に取組んでまいりました。 

特に本年度は、財団の３つの使命と役割＜①オピニオン組織としての役割（民主的共同

社会システムによる社会改革の実践の検討と提案）②生涯学習社会の充実に向けての新た

な取組み③自由にして民主的労働運動の発展とリーダーの育成＞を再確認し、新たな取組

み、新たな教育支援の充実に努めてまいりました。 

  

Ⅱ 総合企画本部の事業報告 

１ 総合企画会議  

財団の運動目標である「教育立国日本・人材立国日本」の実現に向けた社会教育・労働

者教育、社会貢献活動の推進に向け、常務理事会（７回開催）・総合企画会議（５回開催）

等を通じて、各種取組みの検討を行いました。 

 

１）理論委員会 

①戦略開発室 

多様化するニーズを把握する目的で５００組織の教育アンケートを実施しました。 

アンケートに基づく、セミナー企画や書籍の作成を行いました。 

下記日程にて時局講演会を開催しました。 

平成２７年１０月２６日 

 「沖縄の状況について」大濵直之氏（ＵＡゼンセン生活応援・共済事業局局長）  

  「沖縄の今」     仲井眞弘多氏（前沖縄県知事） 

また、平成２８年３月１７日に、下記の内容で時局講演会を開催しました。 

「米中対決と日本外交」 湯浅 博氏（産経新聞特別記者・論説委員） 

 

②政策・制度改善活動支援室 

参議院議員選挙の準備の年にあたる本年は、公益財団としての社会貢献活動、社会的

責任への取組みとして、１８歳選挙権に基づく、政治参加の取組み、政治活動・選挙活

動に関する法令遵守徹底のためのコーディネートや知識・情報提供、活動への具体的ア

ドバイス、政策・制度づくりの総合的支援を行いました。 

 

③エネルギー問題研究会 

継続的な公益事業、社会貢献事業として、エネルギー問題、安全保障問題、環境問題

をはじめとする国際的な問題を研究し、広くその成果を社会に提起しました。 

本年度は第３０回～第３２回研究会を開催しました。また、研究会レポートを３回発

行しました。 



・研究委員 

田久保忠衛氏（杏林大学名誉教授） 

十市  勉氏（日本エネルギー経済研究所研究顧問） 

 古庄 幸一氏（元海上幕僚長） 

岸本  薫氏（電力総連会長） 

 

２）維持会員・寄付募集の取組み 

財団をお支えいただいております維持会員制度の充実と新たな法人・個人の入会のお願

いをしてまいりました。また、各種研究会や運動をすすめるための寄付を幅広くお願いい

たしました。 

平成２８年３月現在の維持会員は、団体会員１０７組織、個人会員１名です。 

 

３）各種運動組織の取組み 

個人賛助会員の「富士の会」や「富士奨学基金協会」の参加拡大に積極的に取組みまし

た。現在の賛助会員は９３名です。また、財団を支援する多くの現役リーダーと財団との

日常的な交流の場づくり、共同行動の場づくりとしての「富士サポーターの会」は、ユニ

オンリーダースクールの修了生を中心に新たに約１１５名以上の方にご入会いただきまし

た。３月末現在、会員は９６９名となっております。インターネットを使った意見交換や

情報提供等の運動を展開しています。 

 

４）東日本大震災への取組み 

被災地域・被災組織の皆様に、心のケア、カウンセリングセミナー等の無料開催や無料

生活アドバイス等の提案を行いました。 

 

２ 総務グループ 

１）財団職員として、田尻裕昭、土屋翔の２名を採用いたしました。 

２）公益法人会計の基準に合った会計システムの効率的運用に努めました。 

３）公益財団法人の財政基盤づくりに向け、充実に努めました。 

４）スタッフに対する健康管理と能力開発を行いました。 

５）東京事務所は、虎ノ門地域の再開発計画に伴い、９月２６日付で、東京都千代田区神

田和泉町１－１２－１５ Ｏ・Ｓビル３階に移転をしました。 

６）マイナンバー制度に対する整備を行いました。 

 

Ⅲ 経営監査室 
経営に対する日常的監査と法令遵守に対する客観的な監査、経営と事業の一層の健全化

に取組みました。外部監査については、決算終了後、５月に実施をいたします。 

 

Ⅳ 学習推進本部の事業報告 
「自由にして民主的な労働運動」発展のための労働者教育運動を継承している運動体で

あり、改めて財団の使命と役割を再確認し、財団にしかできない、財団らしい教育支援に

努めました。 

 

[公益事業] 

１ 主催研修 

時代認識を持った、高い志を持つリーダーの育成という基本目標に基づき、民主的労働



運動を推進する強い意識づけ、動機づけとなる主催研修の企画実施に努めました。 

各事務所の「幹事会・推進委員会」と連携を図りながら、より大きな学習運動、継続学

習の広がりとなるような取組みを行いました。 

 

１）ユニオンリーダースクール（基本コース・中級コース） 

本年は民主的共同社会システムを軸にした基本コースのプログラムの定着を目指し、下

記の回数・参加者数で実施しました。参加者数は、非常に厳しい結果となりました。新規

プログラムのＰＲ不足、新組織の拡大、他さまざまな課題に対する反省を行い、取組みの

見直しを継続的に行っていきます。修了生は、全国の本校で、１５８，００９名となりま

した。 

 

基本コース 実施状況一覧 

平成２７年度 目標 

東北本校 御殿場本校 東海本校 西部本校 九州本校 全体 

５回 ４回 ２回 ２回 ５回 １８回 

１３０名 １２０名 ９０名 ６０名 １２５名 ５２５名 

平成２７年度 実績 

東北本校 御殿場本校 東海本校 西部本校 九州本校 全体 

５回 ４回 ２回 ２回 ４回 １７回 

９２名 ７７名 ７８名 ３４名 １１８名 ３９９名 

   中級コースは全国で 4回開催し、３７名の参加となりました。 

 

２）専門コース 

本年は、アンケートに基づきテーマを設定し、ダイバーシティーセミナーや広報セミナ

ー、１８歳政治参加などを地域と時期を選定し開催致しました。関西においては、兵庫労

働図書館との共同開催という新たな試みを展開しました。全国で１３回の開催、１６４名

の参加をいただきました。 

 

３）富士政治大学校 

①政治専科 

高い志と確かな時代認識を持った地方議員を養成することを目的に、第１３期政治専

科「政治活動コース」（本科生３２名）を開講しました。 

＜政治専科＞第１３期「政治活動コース」 

第１回 平成２７年 ７月２２日（水）～２４日（金） 

第２回 平成２７年１１月１８日（水）～２０日（金） 

第３回 平成２８年 ４月２０日（水）～２２日（金） 

 

政策研究科第９期を平成２７年７月２８日（火）～２９日（水）にて行いました。本

年度は、政策研究フォーラム・拓殖大学地方自治研究会との共催で実施しました。 

時事的な課題を取上げた機関紙『自治レポート』を４回、発行しました。 

  また、「高志会」として「地域活性化セミナー」を平成２８年１月１８日（月）～１月

１９日（火）に開催しました。 

  現在の卒業者ならびに在籍者は、政治専科４０３名、政策研究科１０６名です。 

 

②労働組合専科（富士政治大学校） 

志の高い、自由にして民主的な労働運動の指導者養成のための教育活動として、第６



期本科コースを開講しました。 

 

＜本科＞第６期 

第１回  平成２７年１１月 ５日（木）～ ７日（土） 

第２回  平成２８年 １月１４日（木）～１６日（土） 

第３回  平成２８年 ４月１４日（木）～１６日（土） 

 

現在の卒業者ならびに在籍者は、本科６４名、研究科５名です。 

 

４）時局研究会 

時局研究会は、東京において、団体会員を募り、これまで通算１１３回の講演会を開催

してきました。今年度は、下記の日程・内容で開催しました。 

 日   時 講師 テーマ 

第１０９回 平成２７年 ５月１８日（月） ペマ・ギャルポ 外国人労働者について考える 

第１１０回 平成２７年 ７月１３日（月） 塩田 潮 政界の行方 

第１１１回 平成２７年 ９月１４日（月） 武貞秀士 日本を取り巻く情勢と安全保障整備 

第１１２回 平成２７年１１月１６日（月） 川野辺裕幸 日本経済の現状と今後の見通し 

第１１３回 平成２８年 １月１８日（月） 落合清四 日本の政治と今後の労働運動 

 

 

２ 企画研修 

厳しい社会環境や経済環境の中、「労働に高い価値をおく」職場風土づくりや企業・職場

文化の創造、組合員の共通意識づくりを教育内容の柱に据え、組織のさまざまな課題に応

えられる教育支援の充実に努めました。民主的共同社会システムの理念を基本に、組合員

の意識・社会環境・労働法制の変化や企業環境の変化等、未経験の課題や問題への指針と

なるものを積極的に提案してまいりました。また、統一地方選挙の準備の年として、連合・ 

産別・単組の取組みニーズにあわせた政治・選挙セミナーを開催しました。 

 

平成２７年度 企画研修 目標と実績 

研修種類 目標 実績 東北 東京 東海 西部 九州 

本校研修 二泊三日 1０ 1０ 0 5 2 3 0 

本校研修 一泊二日 1８  1８ 0 １４ 3 １ 0 

本校外研修二泊三日 １９ １８ 2 １１ 2 １ 2 

本校外研修一泊二日 1０９ ９４ ４ 2４ 28 ３１ ７ 

本校外研修  一日 ８７ ８１ ４ 1３ 38 ２２ ４ 

出 講 3７０  3３７ 3１ 123 5１ １０２ ３０ 

 

３ 通信教育 

労働組合の基礎を学ぶ「労働組合入門コース」と、組合役員対象の「労働組合の知識コ

ース」「労働組合の実務コース」「総合コース」の 4コースに下記の受講をいただきました。

また、新たな取組みとしてワンポイント通信教育のトライアルを行いました。 



平成２７年度は、総合コース：１８０名、実務コース：２５０名、知識コース：５０４

名、入門コース：４８０名、合計１４１４名の方に受講いただきました。 

また、新たな取組みとして、インターネットを使用した、ｅラーニングのトライアル受

講をお願いしました。 

 

４ 中央教育センター 

 高い志を持ったリーダーの養成の場として、民主的労働運動の教育活動、社会教育活動

にふさわしい施設づくりに努めました。 

 

１）施設の保守点検を行い、多様なニーズに対応できる施設の充実に努めました。 

２）環境保全活動のＮＰＯ法人富士山ナショナル・トラスト（富士山の環境ボランティア

団体）への支援を行いました。 

３）「富士山わくわく自然塾」等、子供から大人まで、広く国民を対象にした環境教育、保

全活動、エコライフ実践、地球温暖化対策等への教育・実践活動を行いました。 

 

[収益事業] 

１ メディア・調査・ソリューション 

 

１）メディア 

労働組合等の教育活動や組織活動の支援を目的にした教材、各種の研修に対応した教材

開発、人材育成や自己啓発、生涯学習等の出版物の提供に努めました。 

 ダイバーシティー時代にあわせたバスセッション体操と教育担当者対象としてエデュケ

ーションマニュアルの発刊をしました。 

新たな取組みとして、政治参加をテーマに各組織にあわせた機関紙のイラストコラムに

取組みました。 

 

２）受託制作 

労働組合の教材・年史・機関誌、個人の自費出版を支援し、各種出版物の制作に協力し

ました。 

受託組織：三菱重工労働組合 住友重機労働組合連合会 全矢崎労働組合 

      トーカン労働組合 富士通テン労働組合 愛知機械労働組合 JP 労組 

                

３）調査事業 

労働組合を対象に、組合員意識調査や賃金実態調査等の受託に向けての取組みを行いま

した。 

受託組織：共同印刷労働組合 

 

４）ユニオンソリューション 

組織ニーズに的確に対応した IT教材の開発、業務支援、労働組合、関係組織のホームペ

ージの作成・リニューアルや政治・社会運動のための新たな提案を行いました。 

受託組織：ＫＡＫＫＩＮ、原電労組  

 

２ 施設利用 

多くの組織・個人の方に、御殿場の中央教育センター施設のご利用をいただきました。 

 



Ⅴ 事務所事業報告 

・北海道・東北事務所 

「ユニオンリーダースクール基本コース」は、第１６１期～１６４期、及び北海道第２

０期を開催いたしました。また、「ユニオンリーダースクール中級コース」では第２期を開

催致しました。また専門コースは今年度、開催できませんでした。 

 

・東京事務所 

「ユニオンリーダー基本コース」は、４回（１０月、１１月、１２月、平成２８年２月）

中央教育センター（御殿場本校）にて開催しました。 

昨年度からスタートしました中級コース（１泊２日）については、１２月開催させてい

ただきました。 

専門コースとして「ユニオンメディアクリエイトセミナー」「どうして政治活動が必要？

を考えるセミナー」「政治活動の広報・情宣のルールと SNS の徹底活用セミナー」「組合員

のためのマネープランナーセミナー」等々のセミナーを開催しました。 

 

・東海事務所 

幹事・推進委員の皆様にご協力をいただきながら、第３５期ユニオンリーダースクール

基本コースを開催しました。 

 東海富士塾は「政治活動の費用コンプライアンスセミナー」「経営分析＆協議の基本セミ

ナー」「ユニオンメディアクリエイトセミナー」、「レクリーダーセミナー」を開催しました。 

 ２８年２月には時事セミナーとして『日本経済と東海経済の現状と展望』（講師：中京大

学経済学部客員教授（エコノミスト）・内田俊宏先生）を開催し、多数の皆様と課題認識を

共有することができました。同２月には、愛知友愛連絡会、愛知民社クラブと共催し、榛

葉賀津也参議院議員をお招きして朝食会を開催しました。 

 

・関西事務所 

幹事・推進委員の皆様にご協力をいただきながら、専門セミナーとして 3月に「ワーク

ルールの基本理解」、4月に「ワークルールケーススタディ」、5月に「経営分析セミナー」

の計 3回を開催致しました。 

ユニオンリーダースクール初級コースについては、１１月と２月に開催致しました。 

ユニオンリーダースクール中級コースについては、9月に開催致しました。 

その他、受託研修においても関西、中国、四国各地域の組織の研修や多様なニーズに対

応いたしました。 

 

・九州事務所 

幹事・推進委員の皆様にご協力をいただきながら、ユニオンリーダースクール基本コー

スは、第３０９期～３１２期（9月熊本・１０月福岡・１１月福岡・1月福岡）の４回を開

催いたしました。しかしながら６月は開催人数に達せず、開催に至りませんでした。 

中級コースは、第１期を１２月福岡にて開催いたしました。 

専門コースでは、３月に福岡のユニティーホールにて、「ユニオンメディアクリエイトセ

ミナー」を開催いたしました。 


